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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１００ｍ 9/29 桑原　由宇  (4) 15.61/-0.4

ｸﾜﾊﾗ ﾕｳ

ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ

黒川　碧音  (4) 15.69/+0.0

ｸﾛｶﾜ ｱｵｲ

ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ

古賀　成道  (3) 15.72/+0.1

ｺｶﾞ ﾅﾙﾐ

柳川ASC

宮本　倖弥  (4) 15.79/-0.1

ﾐﾔﾓﾄ ﾕｷﾔ

ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ

山下　侑輝  (4) 16.19/+0.1

ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｷ

福富ランナーズ

山本　哲史  (4) 16.23/-0.1

ﾔﾏﾓﾄ ﾃｯｼﾝ

伊万里三香

浦川倫太朗  (4) 16.35/-0.9

ｳﾗｶﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ

IJAC

馬　　慶豪  (4) 16.36/-0.1

マ ｹｲｺﾞｳ

IJAC

男子小学4年

１００ｍ 9/29 坂井　順哉  (5) 14.68/-0.0

ｻｶｲ ｼﾞｭﾝﾔ

ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ

向井　隆成  (5) 14.78/-1.1

ﾑｶｲ ﾘｭｳｾｲ

ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ

二宮　　蓮  (5) 15.06/-0.6

ﾆﾉﾐﾔ ﾚﾝ

IJAC

井手　湊大  (5) 15.36/-0.8

ｲﾃﾞ ｿｳﾀ

伊万里三香

松尾　和気  (5) 15.40/-0.8

ﾏﾂｵ ｱｲｷ

福富ランナーズ

平野　太一  (5) 15.48/-0.6

ﾋﾗﾉ ﾀｲﾁ

伊万里三香

井手　　樹  (5) 15.68/-0.8

ｲﾃﾞ ｲﾂｷ

武雄クラブ

定方　啓晃  (5) 15.73/-0.8

ｻﾀﾞｶﾀ ﾋﾛｱｷ

安中JAC

男子小学5年

１００ｍ 9/29 奥田直太朗  (6) 13.71/-1.0

ｵｸﾀﾞ ﾅｵﾀﾛｳ

ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ

家永　　駿  (6) 14.33/-1.2

ｲｴﾅｶﾞ ｼｭﾝ

武雄クラブ

石本　　朋  (6) 14.35/-1.0

ｲｼﾓﾄ ﾄﾓ

IJAC

前田　亘希  (6) 14.42/-1.0

ﾏｴﾀﾞ ｺｳｷ

伊万里三香

鶴丸　昌斗  (6) 14.63/-1.3

ﾂﾙﾏﾙ ﾏｻﾄ

ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ

金子　祥悟  (6) 14.69/-1.3

ｶﾈｺ ｼｮｳｺﾞ

山代西陸上クラブ

田口　哩暉  (6) 14.81/-0.7

ﾀｸﾞﾁ ﾘｷ

福富ランナーズ

平形　　嵐  (6) 14.87/-1.0

ﾋﾗｶﾀ ﾗﾝ

相知ＲＣ

男子小学6年

１００ｍ 9/29 川原　佑太  (3) 11.31/-0.1

ｶﾜﾊﾗ ﾕｳﾀ NGR

国見中

奥田　一真  (2) 12.07/-0.1

ｵｸﾀﾞ ｶｽﾞﾏ

国見中

遠藤　　悠  (3) 12.10/-0.1

ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳ

唐津第一

浪口未来斗  (3) 12.11/-0.1

ﾅﾐｸﾞﾁ ﾐｸﾄ

唐津第一

山口　蓮斗  (3) 12.24/-0.1

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾚﾝﾄ

伊万里中

楠田　聖晏  (3) 12.44/-0.1

ｸｽﾀﾞ ｾｲｱ

青嶺中

古舘　龍聖  (2) 12.45/-0.1

ﾌﾙﾀﾁ ﾘｭｳｾｲ

唐津第一

男子中学

１００ｍ 9/29 中山　太郎 10.81/-0.1

ﾅｶﾔﾏ ﾀﾛｳ NGR

はっとりAC

當眞　裕樹 10.88/-0.1

ﾄｳﾏ ﾋﾛｷ

名桜大AC

倉光　　慧  (2) 11.11/-0.1

ｸﾗﾐﾂ ｹｲ

敬徳

望月　一貴  (4) 11.13/-0.1

ﾓﾁﾂﾞｷ ｶﾂﾞｷ

佐賀大医

田口　世渉  (1) 11.18/-0.1

ﾀｸﾞﾁ ﾜﾀﾙ

敬徳

竹下　　卓  (3) 11.21/-0.1

ﾀｹｼﾀ ｽｸﾞﾙ

佐賀大医

岩松　　蓮  (2) 11.22/-0.1

ｲﾜﾏﾂ ﾚﾝ

龍谷

藤原　壮吾  (3) 12.46/-0.1

ﾌｼﾞﾜﾗ ｿｳｺﾞ

龍谷

男子一高

４００ｍ 9/29 須山　瑛裕  (1) 50.53

ｽﾔﾏ ﾖｳｽｹ NGR

近大福岡

有田　詞音  (1) 50.95

ｱﾘﾀ ｼｵﾝ

近大福岡

井上　敦也  (2) 51.21

ｲﾉｳｴ ｱﾂﾔ

敬徳

上神　汰仁  (2) 51.37

ｳｴｶﾞﾐ ﾀｲﾄ

伊万里高

松岡　優毅 52.44

ﾏﾂｵｶ ﾕｳｷ

CLAPSAGA

宮崎　竜太  (2) 52.56

ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｭｳﾀ

近大福岡

住田　　先  (2) 53.20

ｽﾐﾀﾞ ﾋﾛ

近大福岡

力安　悠斗  (2) 53.43

ﾘｷﾔｽ ﾕｳﾄ

伊万里高

男子共通

１０００ｍ 9/29 横山 優斗   (4)  3:35.55

ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾄ

MRCｻｾﾎﾞ

平野　太一  (5)  3:36.16

ﾋﾗﾉ ﾀｲﾁ

伊万里三香

植松　海琉  (4)  3:44.30

ｳｴﾏﾂ ｶｲﾘ

青嶺陸上

髙田　優剛  (5)  3:44.73

ﾀｶﾀﾞ ﾕｳｺﾞｳ

波佐見jr.陸上

里山　　玄  (5)  3:45.12

ｻﾄﾔﾏ ｹﾞﾝ

波佐見jr.陸上

荒巻　心優  ( )  3:45.44

ｱﾗﾏｷ ﾐﾋﾛ

柳川ASC

松下　和志  3:50.23

ﾏﾂｼﾀ　ｶｽﾞｼ

井手　湊大  (5)  3:52.18

ｲﾃﾞ ｿｳﾀ

伊万里三香

男子小学5年

１０００ｍ 9/29 住　　祐希  (6)  3:16.58

ｽﾐ ﾕｳｷ

伊万里三香

白石　呼人  (6)  3:26.57

ｼﾗｲｼ ﾖﾋﾄ

鷹島陸上クラブ

甲斐田　充  (6)  3:27.82

ｶｲﾀﾞ ｼｭｳ

柳川ASC

高原　幸大  (6)  3:29.50

ﾀｶﾊﾗ ｺｳﾀﾞｲ

安中JAC

松髙　勇真  (6)  3:31.50

ﾏﾂﾀｶ ﾕｳﾏ

伊万里三香

福川　雅也  (6)  3:31.87

ﾌｸｶﾞﾜ ﾏｻﾔ

青嶺陸上

小宮　恒仁  (6)  3:36.04

ｺﾐﾔ ﾂﾈﾋﾄ

山代東小

春田凌太朗  (6)  3:37.68

ﾊﾙﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ

青嶺陸上

男子小学6年

１５００ｍ 9/29 上神　汰仁  (2)  4:20.77

ｳｴｶﾞﾐ ﾀｲﾄ

伊万里高

坂口　　豊  4:26.48

ｻｶｸﾞﾁ ﾕﾀｶ

青嶺体協

藤家　　晟  (1)  4:27.56

ﾌｼﾞｲｴ ｱｷﾗ

佐賀大医

杉原　悠太  (2)  4:28.87

ｽｷﾞﾊﾗ ﾕｳﾀ

伊万里実

梅田　諒承  4:29.39

ｳﾒﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ

SUMCO伊万里

津山真大朗  (2)  4:32.32

ﾂﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ

伊万里中

坂口　剛治  4:38.29

ｻｶｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ

青嶺体協

江口裕一朗  (2)  4:39.78

ｴｸﾞﾁ ﾕｳｲﾁﾛｳ

敬徳

男子共通

３０００ｍ 9/29 松尾　宥汰  (3)  8:54.74

ﾏﾂｵ ﾕｳﾀ NGR

啓成中

澤田　壮史  (3)  9:01.81

ｻﾜﾀﾞ ﾀｹｼ NGR

志佐中

光岡　和哉  (3)  9:14.63

ﾐﾂｵｶ ｶｽﾞﾔ NGR

玄海みらい学園

執行隆之介  (3)  9:28.41

ｼｷﾞｮｳ ﾘｭｳﾉｽｹ

国見中

大川内健太  (2)  9:43.16

ｵｵｶﾜﾁ ｹﾝﾀ

啓成中

金ヶ江将豊  (3)  9:45.37

ｶﾅｶﾞｴ ﾏｻﾄ

有田中

吉田　晃平  (3)  9:52.88

ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾍｲ

玄海みらい学園

髙西　悠斗  (3)  9:57.39

ﾀｶﾆｼ ﾕｳﾄ

国見中

男子中学

５０００ｍ 9/29 坂取　健斗 16:01.15

ｻｶﾄﾘ ｹﾝﾄ

SUMCO伊万里

古賀　隆徳 16:05.05

ｺｶﾞ ﾀｶﾉﾘ

S・E・P

山田　悠斗  (1) 16:29.77

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ

伊万里高

関　　真志 16:37.73

ｾｷ ﾏｻｼ

S・E・P

村井　隆史 16:45.92

ﾑﾗｲ ﾀｶﾌﾐ

S・E・P

堺　　亮翔  (1) 16:48.02

ｻｶｲ ﾘｮｳｶﾞ

第二高校

加川　英文 16:48.97

ｶｶﾞﾜ ﾋﾃﾞﾌﾐ

SUMCO伊万里

鳥羽　虹貴 16:51.34

ﾄﾊﾞ ｺｳｷ

MRCｻｾﾎﾞ

男子一高

４×１００ｍ 9/29 ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸＡ 55.90

鶴丸　昌斗  (6)

奥田直太朗  (6)

坂井　順哉  (5)

向井　隆成  (5)

武雄クラブＡ 59.69

中山　來風  (6)

藤田　晴大  (6)

横石　　悠  (6)

家永　　駿  (6)

伊万里三香Ａ 59.74

松髙　勇真  (6)

前田　亘希  (6)

井手　湊大  (5)

平野　太一  (5)

相知ＲＣＡ  1:00.76

平形　　嵐  (6)

岩本　琉希  (6)

古賀　　優  (6)

川岡　優生  (6)

武雄クラブＢ  1:02.11

中山　朱茅  (5)

増田　武慶  (5)

松尾　賢伸  (5)

井手　　樹  (5)

福富ランナーズＡ  1:02.56

山下　侑輝  (4)

松尾　和気  (5)

山口　宗眞  (4)

田口　哩暉  (6)

伊万里三香Ｂ  1:04.50

山口　侑也  (6)

住　　祐希  (6)

徳永　歩陸  (6)

松尾　天真  (5)

東山代ＪｒＡ  1:05.53

濱地　俊輔  (5)

吉村章之介  (5)

河内　友希  (5)

前田幸之介  (5)

男子小学

４×１００ｍ 9/29 国見中 46.71

奥田　一真  (2)

山口　　響  (3)

須賀　煌希  (2)

川原　佑太  (3)

鷹島中 50.10

坂本　千城  (3)

椎山　大生  (2)

田畑　裕太  (2)

木谷虎二郎  (1)

浜玉中Ａ 50.60

折尾　颯真  (2)

稲葉　優心  (3)

窓岡虎之介  (1)

梶谷　優佑  (3)

唐津第一 51.05

山﨑琥治郎  (1)

古舘　龍聖  (2)

山口　敏希  (1)

浪口　　蓮  (1)

浜玉中Ｂ 55.47

前田虎汰郎  (1)

梅本　輝良  (2)

佐々木雄大  (2)

井上　海聖  (1)

有田中 57.02

芝原幸之介  (2)

苣木　　空  (1)

松下　唯斗  (1)

川尻　悠弘  (2)

浜玉中Ｃ 57.78

新　　勇真  (1)

浪口　　剛  (1)

吉岡宗一郎  (1)

田口　侑弥  (1)

男子中学

４×１００ｍ 9/29 敬徳Ａ 42.92

NGR山下　修聖

倉光　　慧  (2)

井上　敦也  (2)

田口　世渉  (1)

はっとりAC 43.33

小林　　拓

中山　太郎

池田　崇行

永戸　宏和

近大福岡Ａ 43.93

須山　瑛裕  (1)

有田　詞音  (1)

住田　　先  (2)

長濱　　悠  (2)

敬徳Ｂ 44.30

犬塚　俊貴  (1)

大川内朋哉  (1)

山口　　樹  (1)

川端　夏輝  (2)

佐賀大医Ａ 44.35

上長者大地  (2)

竹下　　卓  (3)

望月　一貴  (4)

廣橋　聡良  (5)

敬徳Ｃ 45.09

豊本　昂甫  (1)

冨田　拓希  (2)

筒井　俊介  (2)

坂本　真生  (1)

第二高校Ａ 45.75

甲斐　拓海  (2)

安藤　啓士  (2)

矢野　海晴  (2)

奥田　俊平  (2)

伊万里実 46.31

幸松　侑亜  (1)

池田　直樹  (1)

丸田　飛琉  (1)

蒲地　康汰  (1)

男子一高

４×４００ｍ 9/29 敬徳Ａ  3:30.07

井上　敦也  (2)

大川内朋哉  (1)

山口　　樹  (1)

冨田　拓希  (2)

伊万里高Ａ  3:32.31

力安　悠斗  (2)

上神　汰仁  (2)

川口　丈瑠  (2)

堀田　哲平  (2)

第二高校Ａ  3:33.23

安藤　啓士  (2)

矢野　海晴  (2)

有働　太一  (1)

奥田　俊平  (2)

佐賀大医Ａ  3:34.32

上長者大地  (2)

竹下　　卓  (3)

望月　一貴  (4)

藤家　　晟  (1)

敬徳Ｂ  3:34.57

川端　夏輝  (2)

倉光　　慧  (2)

豊本　昂甫  (1)

藤　　爽太  (2)

近大福岡Ｂ  3:34.69

須山　瑛裕  (1)

有田　詞音  (1)

髙松　遼大  (1)

田中　颯汰  (1)

近大福岡Ａ  3:35.62

長濱　　悠  (2)

住田　　先  (2)

宮崎　竜太  (2)

吉永　雅晴  (2)

龍谷  3:39.69

柿原　史弥  (1)

藤木　耕基  (1)

永渕　豊人  (1)

小野　光槻  (1)

男子共通

走幅跳 9/29 山口　　響  (3)   6m30/-0.5

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾋﾞｷ

国見中

椎山　大生  (2)   5m84/-0.8

ｼｲﾔﾏ ﾋﾛｷ

鷹島中

坂本　千城  (3)   5m47/-2.5

ｻｶﾓﾄ ｲｯｾｲ

鷹島中

木谷虎二郎  (1)   5m19/-0.2

ｷﾀﾞﾆ ｺｼﾞﾛｳ

鷹島中

須賀　煌希  (2)   5m17/-0.3

ｽｶﾞ ｺｳｷ

国見中

堀田　　楓  (1)   4m91/-0.2

ﾎｯﾀ ﾌｳ

唐津第一

新　　勇真  (1)   4m28/-1.2

ｱﾗﾀ ﾕｳﾏ

浜玉中

松尾　征也  (1)   4m10/-0.6

ﾏﾂｵ ｾｲﾔ

国見中

男子中学

走幅跳 9/29 松岡　優毅   6m35/+0.1

ﾏﾂｵｶ ﾕｳｷ

CLAPSAGA

西山龍之介   6m33/-0.5

ﾆｼﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ

CLAPSAGA

小林　　拓   6m22/-0.3

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸ

はっとりAC

川端　夏輝  (2)   6m11/-1.1

ｶﾜﾊﾞﾀ ﾅﾂｷ

敬徳

上長者大地  (2)   6m11/-0.1

ｶﾐﾁｮｳｼﾞｬ ﾀｲﾁ

佐賀大医

後藤　律稀  (2)   5m93/-1.1

ｺﾞﾄｳ ﾘﾂｷ

龍谷

永渕　豊人  (1)   5m74/-0.7

ﾅｶﾞﾌﾁ ﾗｲﾄ

龍谷

村坂　駿太  (1)   5m71/+0.0

ﾑﾗｻｶ ｼｭﾝﾀ

近大福岡

やり投

(0.800kg)

9/29 野口　貴史  54m10

ﾉｸﾞﾁ ﾀｶｼ

島原半島

佐藤　　走  52m16

ｻﾄｳ ｶｹﾙ

長崎AC

西山　甲城  (3)  51m12

ﾆｼﾔﾏ ｺｳｷ

龍谷

内橋　健成  (2)  43m52

ｳﾁﾊｼ ｹﾝｾｲ

龍谷

大久保　改  (2)  37m11

ｵｵｸﾎﾞ ｶｲ

伊万里高

山口　優弥  (1)  36m80

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾔ

伊万里実

平野　英慈  (2)  32m67

ﾋﾗﾉ ｴｲｼﾞ

伊万里高

安藤　啓士  (2)  30m69

ｱﾝﾄﾞｳ ｹｲｼ

第二高校

男子一高

凡例（NGR:大会新記録）
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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１００ｍ 9/29 徳久　莉央  (4) 15.47/+0.6

ﾄｸﾋｻ ﾘｵ

西有田

冨永　実桜 15.50/-0.4

ﾄﾐﾅｶﾞ　ﾐｵ

MRCｻｾﾎﾞ

澤村　愛來  (4) 15.69/+0.1

ｻﾜﾑﾗ ｱｲﾗ

波佐見jr.陸上

須賀　愛咲  (4) 15.96/-0.4

ｽｶﾞ ｱｲｻ

東山代Ｊｒ

中島瑚々奈  (4) 16.17/+0.6

ﾅｶｼﾏ ｺｺﾅ

IRRC

川﨑　希藍  (4) 16.34/-0.7

ｶﾜｻｷ ｷﾗ

福富ランナーズ

中島　実咲  ( ) 16.50/+0.1

ﾅｶｼﾏ ﾐｻｷ

青嶺陸上

木谷　心愛  (4) 16.59/-0.7

ｷﾀﾞﾆ ｺｺﾅ

鷹島陸上クラブ

女子小学4年

１００ｍ 9/29 前田　葉月  (5) 15.36/-0.1

ﾏｴﾀﾞ ﾊﾂﾞｷ

ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ

石橋　結月  (5) 15.45/+0.6

ｲｼﾊﾞｼ ﾕﾂﾞｷ

柳川ASC

辻岡　優奈  (5) 15.52/-0.3

ﾂｼﾞｵｶ ﾕｳﾅ

相知ＲＣ

奥　　藍梨  (5) 15.70/+0.2

ｵｸ ｱｲﾘ

武雄クラブ

井手友依子  (5) 15.78/-0.1

ｲﾃﾞ ﾕｲｺ

ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ

合田　悠乃  (5) 15.80/-0.1

ｺﾞｳﾀﾞ ﾊﾙﾉ

伊万里三香

西田　弥絵  (5) 15.82/+0.2

ﾆｼﾀﾞ ﾔｴ

ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ

小柳　朱璃  (5) 15.97/-0.1

ｺﾔﾅｷﾞ ｱｶﾘ

武雄クラブ

女子小学5年

１００ｍ 9/29 馬場　心望  (6) 14.08/-0.4

ﾊﾞﾊﾞ ｺﾉﾐ

安中JAC

荒巻　心愛  (6) 14.38/-1.0

ｱﾗﾏｷ ｺｺｱ

柳川ASC

中村　優亜  (6) 14.65/-0.5

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｱ

武雄クラブ

山口　花菜  (6) 14.76/-0.5

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅ

山代西陸上クラブ

竹下　琉加  (6) 14.84/-1.0

ﾀｹｼﾀ ﾙｶ

武雄クラブ

岩永　悠那  (6) 14.97/-0.4

ｲﾜﾅｶﾞ ﾕﾅ

西有田

森本　　麗  (6) 15.03/-1.1

ﾓﾘﾓﾄ ｳﾗﾗ

安中JAC

伊藤　琴羽  (6) 15.07/-1.1

ｲﾄｳ ｺﾄﾊ

西有田

女子小学6年

１００ｍ 9/29 前川　帆乃  (1) 13.57/+0.1

ﾏｴｶﾜ ﾎﾉ

浜玉中

黒木　柚衣  (2) 13.86/+0.1

ｸﾛｷ ﾕｲ

啓成中

松田　ココ  (1) 13.87/+0.1

ﾏﾂﾀﾞ ｺｺ

ATHLETELINK

川尻　らん  (1) 13.93/+0.1

カワジリ ラン

有田中

江里　馨子  (1) 14.18/+0.1

ｴﾘ ｶｵﾙｺ

伊万里中

柴田　りん  (1) 14.24/+0.1

ｼﾊﾞﾀ ﾘﾝ

伊万里中

山口　真央  (2) 14.37/+0.1

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｵ

浜玉中

女子中学

１００ｍ 9/29 前山　夏希  (2) 12.64/-0.1

ﾏｴﾔﾏ ﾅﾂｷ NGR

佐賀清和

下村　実可  (1) 12.97/-0.1

ｼﾓﾑﾗ ﾐｶ NGR

東亜大学

西村　優花  (3) 13.09/-0.1

ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｶ

東亜大学

永田　彩七  (2) 13.17/-0.1

ﾅｶﾞﾀ ｱﾔﾅ

佐賀清和

庄司　千華  (1) 13.20/-0.1

ｼｮｳｼﾞ ﾁｶ

佐賀清和

下平　美桜  (1) 13.25/-0.1

ｼﾓﾋﾗ ﾐｵ

龍谷

杉本菜乃華  (1) 13.58/-0.1

ｽｷﾞﾓﾄ ﾅﾉﾊ

佐賀清和

大川内七奈  (1) 13.64/-0.1

ｵｵｶﾜﾁ ﾅﾅ

伊万里実

４００ｍ 9/29 福田　愛紗  (3) 57.89

ﾌｸﾀﾞ ｱﾘｻ NGR

佐賀清和

島谷　晴菜  (1) 59.41

ｼﾏﾀﾆ ﾊﾙﾅ NGR

東亜大学

永田　彩七  (2) 59.85

ﾅｶﾞﾀ ｱﾔﾅ NGR

佐賀清和

前山　夏希  (2) 59.93

ﾏｴﾔﾏ ﾅﾂｷ NGR

佐賀清和

中村　美文  (1) 61.06

ﾅｶﾑﾗ ﾐﾌﾐ

佐賀清和

徳永　優香  (1) 61.66

ﾄｸﾅｶﾞ ﾕｳｶ

東亜大学

杉本菜乃華  (1) 65.34

ｽｷﾞﾓﾄ ﾅﾉﾊ

佐賀清和

平山　彩花  (2) 65.63

ﾋﾗﾔﾏ ｱﾔｶ

伊万里実

女子一高

８００ｍ 9/29 石橋　結月  (5)  2:44.54

ｲｼﾊﾞｼ ﾕﾂﾞｷ

柳川ASC

徳久　莉央  (4)  2:50.12

ﾄｸﾋｻ ﾘｵ

西有田

百武亜弥乃  (5)  2:57.86

ﾋｬｸﾀｹ ｱﾔﾉ

福富ランナーズ

前田　乙華  (5)  2:59.50

ﾏｴﾀﾞ ｵﾄｶ

伊万里三香

峯　　彩美  (5)  3:03.98

ﾐﾈ ｱﾔﾐ

伊万里三香

福井　心遥  (5)  3:04.06

ﾌｸｲ ｺﾊﾙ

伊万里三香

合田　悠乃  (5)  3:04.80

ｺﾞｳﾀﾞ ﾊﾙﾉ

伊万里三香

川下　和楓  (5)  3:08.38

ｶﾜｼﾓ ﾉﾄﾞｶ

青島小

女子小学5年

８００ｍ 9/29 北川　　祐  (6)  2:41.02

ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳ

鷹島陸上クラブ

荒巻　心愛  (6)  2:42.88

ｱﾗﾏｷ ｺｺｱ

柳川ASC

沖田　捺実  (6)  2:48.03

ｵｷﾀ ﾅﾂﾐ

伊万里三香

峯　　桜子  (6)  2:48.53

ﾐﾈ ｻｸﾗｺ

伊万里三香

松尾　　心  (6)  2:48.78

ﾏﾂｵ ｺｺﾛ

伊万里三香

重富奈々葉  (6)  2:58.87

ｼｹﾞﾄﾐ ﾅﾅﾊ

福富ランナーズ

前田　愛來  (6)  2:59.81

ﾏｴﾀﾞ ｱｲﾗ

波佐見jr.陸上

内山　京泉  (6)  3:01.38

ｳﾁﾔﾏ ｺﾄﾐ

伊万里三香

女子小学6年

８００ｍ 9/29 弓山　彩乃  (3)  2:24.65

ﾕﾐﾔﾏ ｱﾔﾉ

唐津第一

平山　彩花  (2)  2:33.13

ﾋﾗﾔﾏ ｱﾔｶ

伊万里実

津山　結衣  (1)  2:33.25

ﾂﾔﾏ ﾕｲ

伊万里中

山戸　緑子  (2)  2:37.55

ﾔﾏﾄ ﾛｺ

伊万里高

熊川ななみ  (1)  2:38.41

ｸﾏｶﾞﾜ ﾅﾅﾐ

敬徳

白石　　華  (2)  2:40.38

ｼﾗｲｼ ﾊﾅ

鷹島中

岩野　礼衣  (1)  2:43.02

ｲﾜﾉ ﾚｲ

青嶺中

居石　悠愛  (1)  2:44.01

ｽｴｲｼ ﾕﾅ

伊万里中

女子共通

２０００ｍ 9/29 山口　　綾  (2)  7:08.46

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔ

啓成中

萩原　志歩  (2)  7:12.28

ﾊｷﾞﾜﾗ ｼﾎ

志佐中

山戸　萌子  (3)  7:24.33

ﾔﾏﾄ ﾓｺ

啓成中

田代　莉遠  (3)  7:24.86

ﾀｼﾛ ﾘｵﾝ

啓成中

赤石　千尋  (3)  7:32.86

ｱｶｲｼ ﾁﾋﾛ

啓成中

白石　　華  (2)  7:34.37

ｼﾗｲｼ ﾊﾅ

鷹島中

小杉ほのか  (3)  7:34.98

ｺｽｷﾞ ﾎﾉｶ

青嶺中

吉原なつみ  (3)  7:36.83

ﾖｼﾊﾗ ﾅﾂﾐ

志佐中

女子中学

３０００ｍ 9/29 吉浦　明希  (3) 10:41.94

ﾖｼｳﾗ ｱｷ

志佐中

堀田　佳奈  (3) 10:48.57

ﾎｯﾀ ｶﾅ

啓成中

前田　華歩  (1) 10:50.84

ﾏｴﾀﾞ ｶﾎ

啓成中

木村　文音  (1) 11:18.04

ｷﾑﾗ ｱﾔﾈ

第二高校

吉田　百華  (3) 11:31.60

ﾖｼﾀﾞ ﾓﾓｶ

志佐中

松枝　舞桜  (1) 11:40.69

ﾏﾂｴﾀﾞ ﾏｵ

第二高校

女子共通

４×１００ｍ 9/29 武雄クラブＡ 57.82

重富　麗良  (6)

中村　優亜  (6)

竹下　琉加  (6)

山口　真央  (6)

安中JACＡ 58.50

野田　穂花  (6)

馬場　心望  (6)

松本　　杏  (6)

森本　　麗  (6)

西有田Ａ 59.67

廣　のの子  (5)

伊藤　琴羽  (6)

岩永　悠那  (6)

徳久　莉央  (4)

鷹島陸上クラブ  1:00.78

北川　　祐  (6)

木谷　心花  (6)

田畑愛采美  (6)

木谷　心愛  (4)

伊万里三香Ａ  1:01.03

福井　心遥  (5)

松尾　　心  (6)

合田　悠乃  (5)

沖田　捺実  (6)

福富ランナーズＡ  1:01.79

川﨑　希藍  (4)

重富奈々葉  (6)

林　　真珠  (6)

百武亜弥乃  (5)

武雄クラブＢ  1:02.94

奥　　藍梨  (5)

古川　桃花  (5)

小柳　朱璃  (5)

安藤　理奈  (5)

山代西陸上Ａ  1:03.16

松本　琉花  (5)

田中　冴実  (6)

山本　敦子  (5)

山口　花菜  (6)

女子小学

４×１００ｍ 9/29 鷹島中 55.69

宮﨑　舞佳  (2)

熊本　小夏  (2)

小野田歩乃果(2)

白石　　華  (2)

浜玉中Ａ 55.78

古藤凜々有  (2)

前川　帆乃  (1)

桃崎　仁胡  (1)

山口　真央  (2)

伊万里中Ａ 56.75

原　　明穂  (2)

吉原　穂香  (2)

差形　華乃  (2)

柴田　りん  (1)

伊万里中Ｂ 57.93

中尾　心菜  (1)

大島　伊織  (1)

山本　妃菜  (1)

江里　馨子  (1)

有田中 58.22

岸川　はる  (2)

辻田　明希  (1)

祖慶さくら  (2)

川尻　らん  (1)

女子中学

４×１００ｍ 9/29 佐賀清和 50.70

庄司　千華  (1)

前山　夏希  (2)

永田　彩七  (2)

杉本菜乃華  (1)

女子一高

４×４００ｍ 9/29 佐賀清和  4:01.13

NGR福田　愛紗  (3)

永田　彩七  (2)

中村　美文  (1)

前山　夏希  (2)

伊万里高  4:38.86

池田悠香子  (2)

戸石川奈津  (2)

原賀　　舞  (1)

山戸　緑子  (2)

女子共通

走幅跳 9/29 熊本　小夏  (2)   4m84/-1.4

ｸﾏﾓﾄ ｺﾅﾂ

鷹島中

宮﨑　舞佳  (2)   4m51/-0.9

ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲｶ

鷹島中

小野田歩乃果(2)   4m41/-0.3

ｵﾉﾀﾞ ﾎﾉｶ

鷹島中

女子中学

走幅跳 9/29 野北亜友美  (2)   5m25/-1.2

ﾉｷﾀ ｱﾕﾐ

佐賀清和

庄司　千華  (1)   4m89/-0.8

ｼｮｳｼﾞ ﾁｶ

佐賀清和

渡部　栞子  (2)   4m82/-0.9

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｺ

第二高校

やり投

(0.600kg)

9/29 小杉　亜実  (2)  32m15

ｺｽｷﾞ ｱﾐ

敬徳

野北亜友美  (2)  28m59

ﾉｷﾀ ｱﾕﾐ

佐賀清和

谷　咲智子  (1)  28m21

ﾀﾆ ｻﾁｺ

敬徳

池上　伊奈  (1)  26m48

ｲｹｶﾞﾐ ｲﾅ

龍谷

西田　梨来  (2)  25m62

ﾆｼﾀﾞ ﾘﾗｲ

敬徳

貞方　佳恵  (1)  10m38

ｻﾀﾞｶﾀ ﾖｼｴ

伊万里高

女子一高

凡例（NGR:大会新記録）


